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園長あいさつ  

就学前の時期は、お子さんが様々な機能（考える力・興味・関心・

思いやりの心・体力・知力・意欲・創意工夫・感性等）を獲得し、多

方面に枝を張って、人間としての土台が構築される大切な時期です。 

 その大切な生きる芽を、どの様に育てたらいいでしょう。この時期

は特にしっかり・じっくりと考え、家族で話し合って園選びをしたい

ものです。 

 核家族化や少子化等、時代とともに親と子を取り巻く環境は変化していますが、あたたかな人間関係

の中で豊かな生活経験を重ねる重要性に変わりはありません。子どもの育ちは一人一人異なります。特

に幼児期は個人差が大きい時期であり、きめ細かな配慮と子どもの育ちを長い目でみつめることが大切

です。本園で行う「遊び」を中心とした幼児教育がお子さんの持つ主体性と可能性をひきだし、豊かな人

生の基盤づくりにつながっていくと確信しています。 

 本園は平成 29 年度から幼保連携型認定こども園へ移行しました。幅広い年齢のお子さんを対象に、

保護者の方の様々な状況に柔軟に対応しながら、お子さんの健やかな成長を保護者の方と共に喜び分か

ち合っていきたいと考えます。 

 

 

本園の教育方針・教育目標 

○教育方針 

・幼児が主体的に取り組めるような、幼児期にふさわしい環境構成をする。 

・幼児の生活である「あそび」を通して一人一人の発達に応じた関わりをもつ。 

・信頼される先生を目指し、現代に適応する幼児教育の研究と実践を続ける。 

・教育目標の具現化に向け全職員が共通理解をもち、創意工夫を生かした教育活動を進める。 

・幼稚園の実践や地域の実態に即した教育課程の編成をし、実践する。 

・幼児理解に基づく教師による計画的な環境構成をする。遊びへの関わりなどにおける教師の基本的な

役割について明確にする。 

・小学校及び家庭、地域社会との積極的な連携を図る。 

 

○教育目標 

（1）個性を大切にしながら自主性のある子を育てる（進んで行動できる子） 

・自分のことは自分の力でできるような子どもの育成 

・園のきまりを守り、生活できる子どもの育成 

・自ら積極的に遊びや活動に取り組み、あきらめないで頑張り通す子どもの育成 

・失敗の経験を乗り越える子どもの育成 

・自分で楽しみを見つけ出せる子どもの育成 
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（2）創造性豊かな子を育てる（考えられる子） 

・思いやりの気持ちをもち、行動に移すことができる子どもの育成 

・友だち同士、認め合うことの出来る子どもの育成 

・健康で積極的に体を動かして遊べる子どもの育成 

（3）友だちや自然、保育者との触れ合いを通して豊かな感性をもつ子を育てる 

（仲良く明るく） 

・いろいろな場面や活動を通して自己表現できる心豊かな子どもの育成 

・人間の心や自然の美しさ、悲しさ、偉大さを感じられる子どもの育成 

・身近な物や動植物を大切に扱う子どもの育成 

 

子どもの成長に必要な５つの要素 

 本園では子どもの成長に必要な５つの要素を大切に、日々の活動計画を作成しています。 

１．『けいけん』 様々な人とのかかわりを経験し、自己肯定感や信頼感を培います 

 幼い時から手をかけ、心をかけて育てられた子どもの心の中に育つものは、自己肯定感や人への信頼

感です。自分を大切に思い、共感してくれる様々な人が身近にいて、自分の気持ちを分かってもらえると

思うとき、子どもは安心して自分を出せるようになります。 

２．『なかま』 集団生活を通して一人一人の気持ちを受け止め、規範意識の芽生えを育みます 

 集団の中で自分を表現し、他者に思いを伝えたり、相手の表情、態度や行動などから相手の思いを感じ

受け止めたりすることはとても大切なことです。共通の目的や課題を友達と成し遂げたり、園での楽し

い集団生活を送るなかで、自分を出しながらも社会のルールや思いやりの気持ちをもち、自我をコント

ロールすることを一緒に学びます。 

３．『こころ』 自然との触れ合いを大切にし、豊かな心情と感性を育てます 

 自然との触れ合いは、心を揺り動かされる興味や関心を深め、豊かな感性を育てます。 

 園庭で花や野菜を育てたりするなど、子どもが直接自然に触れる環境づくりをしていきます。また、地

域の方々のご協力による自然体験や伝統行事への参加など、豊かな自然環境に囲まれた当園ならではの

自然との関わりを体験できます。 

４．『からだ』 しなやかな心、たくましい体づくりを大切にします 

 心も体も元気で感性豊かであることは、生きる力の基礎になります。自分からやりたいことを見つけ

て取り組み、思い切り体を動かして遊ぶ楽しさや全身を使って遊ぶ心地よさを味わうことを通して、し

なやかでたくましい心と体を育みます。 

５．『ちから』 基本的な生活習慣・態度を身に付けられるようにします 

 乳幼児期に自立を促し自尊心を育てることは、社会生活を送るための基盤となります。 

 初めてのことでも「自分でやってみよう」としている姿を十分に受け止めながら「自分がやった！」「自

分でできた！」という満足感・充実感を持てるようにしていきます。規則正しく心地よい生活リズムが身

につくようご家庭で実践していただくと共に、バランスのよい食事で体内環境を整えることをご家庭と

園とで進めましょう。ご家庭で身に付けた排泄・衣服の着脱・食事などの生活習慣を基に、ご家庭とは異

なる手洗い場やトイレの使い方、上履きの使用など、無理なく身に付けられるようにしていきます。 
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一日のスケジュール （＊認定区分ごとの利用時間については p.11 をご覧ください） 

「今日は何して遊ぼうかな」 

本園では、一人一人が自分の気持ちと向き合い、自分のやりたいことを見つけ、集中して取り組む時間

を大切にしています。自分でやろうと決めたことに取り組み、ときには成功して大喜びしたり、ときには

みじめな失敗をしたり、自分の中にある様々な感情と向き合い、失敗・成功の過程で様々な工夫をし、体

や頭を使って考え努力します。こうした経験を繰り返すことで子ども達は考える力を身につけ、手先や

体を器用に使うようになり、自信を持って新しいことに挑戦していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30- 順次登園 

7:30-8:30 預かり保育 

11:00-12:00 昼食 

14:00- 順次降園 
14:00-19:30 預かり保育 
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年間行事 

                                          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

・夏季保育 

７月 

・七夕集会 

・ひまわりまつり 

・１学期終業式 

・お泊り保育 

５月 

・子どもの日の集い 

・田植え体験 

・内科健診 

・歯科健診 

 

４月 

・入園式 

・進級式 

６月 

・保育参観 

・プール開き 

・一日保育パパ・ママ 

・個人面談 

・遠足 
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９月 

・２学期始業式 

・避難訓練 

・敬老の日の集い 

・運動会 

１０月 

・いもほり 

・収穫祭 

１１月 

・次年度願書受付 

・保育参観 

・土曜参観 

・一日保育パパ・ママ 

１２月 

・もちつき 

・クリスマス会 

・２学期終業式 
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＊年度により若干の変更があります。ご了承ください。 

１月 

・３学期始業式 

・避難訓練 

２月 

・豆まき集会 

・子どもの会 

・お別れ遠足 

 

３月 

・ひなまつりコンサート 

・お別れ会 

・ひまわりの会 

・３学期修了式 

・卒園式 
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クラスの紹介と学年目標 

 本園には 1,2 歳児クラス（たんぽぽ組）、年少クラス（ひよこ組）、年中クラス（ちゅうりっぷ組）、年

長クラス（つくし組）があります。入園から卒園・就学に向けて、お子さんの発達に応じた教育・支援を

行うとともに、年度ごとの学年目標や取り組みを明確にします。 

＜学年目標＞ 

たんぽぽ１組（１歳児） 

・自分の思いや欲求を身振りや言葉で伝える。 

・安定した心ですごし、食事・排泄・着脱などを自分でやろうとする気持ちをもつ。 

・安心できる環境の中で周囲や友だちへの関心・好奇心を持ち全身を動かして色々な遊びを楽しむ。 

たんぽぽ 2 組（2 歳児） 

・いろいろな経験を通して言葉が豊かになり、自分の思いや気持ちを態度で表現しやりとりを楽しむ。 

・保育者との安定した関わりの中で食事・排泄など簡単な身の回りの事を自分でしようとする。 

・のびのびと体を動かして、保育者や友だちと一緒に遊ぶ楽しさを経験する。 

ひよこ組（3 歳児） 

・園生活に慣れ、基本的な生活習慣やルールを知り、安心して過ごす。 

・保育者や友だちと一緒に遊ぶ楽しさを知り、積極的に関わる。 

・自然や身の回りの出来事に興味・関心を持ち、自分の感じた事を様々な方法で表現する。 

ちゅうりっぷ組（4 歳児） 

・基本的生活習慣が身につき、自分で出来る範囲を広げ、何事にも挑戦する。 

・多種多様な経験を通して、言葉を身につけながら相手の気持ちも知り、友だちとの関わりを広げる。 

・遊びの経験を広げ、たくさんの興味を持って関わり、友だちと遊ぶ楽しさ、協力することの大切さを知

り、意欲的に取り組む。 

つくし組（5 歳児） 

・友だちとのかかわり合いを大切にし、互いに協力したり支え合ったりしながら目標に向かって意欲的

に最後までやり遂げる。 

・たくさんの経験を通して心も身体も大きく成長し、自信を持って小学校へ進学する。 

・自然や身近な事象に好奇心や探求心を持ち、生活や遊びに取り入れ、考える力・主体的に行動する力を

育む。 

お子さんの園生活の様子について 

 お子さんが園から帰ってくると、「今日は○○したんだよ」「○○ちゃんと一

緒に△△を作って遊んだらとても楽しかった」とその日にあった出来事をいろ

いろと伝えてくれることと思います。 

お子さん自身の話もさることながら、園では毎週クラス新聞を配布し、お子

さん達が園で過ごす様子や行事についてお伝えしています。個人面談（6 月）

や教育相談（随時）等を通じ、保護者の方の不安や心配へのきめ細かな対応に

努めています。 
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認定こども園ってなあに 

 本園は平成２９年度から幼保連携型認定こども園へ移行しました。さいたま市から発行されている

『子育て応援ブック』より、お子さんの年齢・家庭状況に応じた施設の利用方法について抜粋します。 

 認定こども園の大きな特徴は、①幅広い年齢を対象に、安心できる環境での養育と就学後の学習基盤

を形成するために大切な幼児教育を連続的に行えること、②家庭状況や保護者の方の就労状況に変化が

あっても、同じ施設という変わらない環境の中でお子さんの発達・成長を助けていけること です。 
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幼児教育・保育の無償化について 

 令和元年１０月から、保育施設等の利用料の全部または一部が無償化されました。さいたま市から発

行されている『子育て応援ブック』より抜粋しました。 

 

 

平日（月―金）の利用時間について 

 認定区分に応じて、下記のようになります。土曜保育は 2,3 号認定の方のみの利用となります。 
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＊本園での『一時預かり』の基本的な位置づけ；週 3 日以内の仕事・一日あたりの就労時間が短い等保

育短時間（1 か月あたりの就労時間が 64 時間未満）を満たさないものの断続的に保育ができない保護

者の方を対象に、1,2 歳児のお子さんをお預かりします。（その他の理由により保育が必要な方のご相談

にも応じます） 

 

諸費用等について 

 認定区分にかかわらず、在園児は母の会費・卒園準備費（年長のみ）の納付があります。また、1,2 号

認定の方は制服等の購入が必要です。 

★ 納入していただく費用 

【保育料（教材費含む）】 

 1,2 号認定 → 無償 

3 号認定 → 世帯の市町村税額、お子さんの年齢・人

数により異なります。 

（詳しくは居住地の自治体にお問い合わせください） 

【母の会費】600 円／月 

【卒園準備費（年長のみ）】800 円／月 

【銀行からの口座引き落とし手数料】110 円／回 

 

★ 納入方法について 

 母の会費・卒園準備費（年長のみ）・バス／送迎ステーション利用料につきましては、4-9 月分を 5 月

に、10-3 月分を 10 月にまとめて納付していただきます。 

 給食費・預かり保育利用料につきましては、原則として翌月請求となります。 
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★ 制服等、購入していただくもの 

  価格（円）   価格（円） 

☆ ブレザー 6,800 ☆ ジャージ（長袖） 2,100 

☆ ズボン（ベスト付） 4,900 ☆ ジャージ（長ズボン） 2,100 

☆ ズボン（ベストなし・総ゴム） 4,400 ☆ 体操着（半袖） 1,600 

☆ スカート（ベスト付） 4,900 ☆ 体操着（半ズボン） 1,400 

 サスペンダー 850 ☆ スモック 1,500 

 ブラウス（長袖） 1,800  赤白帽子 900 

 ブラウス（半袖） 1,500  水泳キャップ 600 

☆ ネクタイ（男女共通） 800 ☆ 通園カバン 4,000 

☆ 冬帽子（ワッペン付） 2,900    

☆ 麦わら帽子 2,000    

＊☆印は園指定のものを購入していただきますが、その他のものは市販品で代用可能です。 

＊上記は通常価格です。ブレザー・ズボン・スカート・ブラウス・スモック・体操着は、サイズによって

値段が異なります（通常価格：S（105）、M（110）、L（115）、LL（120）、３L（125）、２割増し：

４L（130）、６L（140）、125B、130E、４割増し：トク寸（オーダーメード））。 

＊体操着（半袖）、ジャージ（長袖）には名札用として熱圧着シートが入っています。名札は単品でも購

入可能です（120 円）。 

＊冬帽子につけるワッペンは単品でも購入可能です（400 円）。 

＊他園から編入園された場合、新たに購入していただく必要はありません。 

 

★バス送迎について 

 1,2 号認定の方が利用できます（安全上、3 号認定（1,2 歳児）の方 

は自家用車での送迎をお願いしています）。 

原則として、ご自宅の前まで送迎いたします。 

【費用】毎月 3,000 円 

 

★浦和美園駅送迎ステーションについて 

 本法人が運営する浦和美園駅ひまわり保育室（浦和美園駅 1F、東口ロータリーに面した黄色い壁が目

印です）に併設して、送迎ステーションがあります。駅での送迎を希望される方はお申し出ください。 

【費用】毎月 3,000 円 

 

★昼食について 

・1,2 号認定の方は、認定区分にかかわらず給食日数の選択（週２－4 日（5 日））が可能です。行事・

園外保育等により週１回程度弁当の日があります。 

１食 400 円です。お弁当の日はスープもしくは牛乳代として 1 回 30 円かかります。 

・3 号認定の方は、週５日の給食です。 

＊食物アレルギーのあるお子さんはお申し出ください。 
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★預かり保育について 

 通常保育時間外に預かり保育を行っています。 

異年齢児との混合クラスで、担当の職員が行います。 

＊15:00 頃…おやつ、18:45 頃…軽食 [食物アレルギーのあるお

子さんはお申し出ください] 

＊1 号認定の方で預かり保育を利用される方のうち、一定の要件を

満たせば、利用料の一部もしくは全額が無償化の対象となります。手続きが必要ですので、ご希望の方は

お申し出ください。（P.11 をご参照ください） 

 

【費用】 

◎1 号認定の方で預かり保育の利用を希望される方 （月－金） 

時間 日額 

7:30-8:30 300 円 

8:30-14:00 通常保育 

14:00-16:00 300 円 

14:00-17:30 500 円 

14:00-18:30 650 円 

14:00-19:30 1,350 円 

◎ 2,3 号認定の方で延長保育の利用を希望される方 （月―金） 

時間 日額 

7:30-8:30 300 円 

8:30-16:30 通常保育（保育短時間） 

16:30-18:30 300 円 x 利用時間 

18:30-19:30 800 円 

＊保育標準時間（7:30-18:30）で利用される方は、18:30-19:30 の延長保育を利用する時のみ上記

費用がかかります。 

◎土曜日（2,3 号認定の方のみ利用可能です） 

＊土曜が祝日や園行事にあたっている場合は、実施しないことがあります。 

 

★長期休暇中の特別保育 （1 号認定の方で利用を希望される方） 

時間 日額 

7:30-8:30 300 円 

8:30-16:00 800 円 

8:30-17:30 1,000 円 

8:30-18:30 1,200 円 

8:30-19:30 1,700 円 
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本園の課外活動 

 在園児の課外活動として、4 つの活動を行っています。 

★ ひまわりスポーツクラブ 

 お子さん達の運動機能と身体機能の充実を目的として、様々な模擬運動や一輪車・竹馬・なわとび・ト

ランポリン等の用具を使って運動します。 

【活動日】火 

【活動場所】本園ホール、ひまわり山運動場等 

【月会費】4,000 円（2020 年度） 

＊入会費や教材費、該当年度の月会費等、かかる費用については入会前に必ずお問い合わせ下さい。 

【クラス・時間】◎年少・年中クラス…14:00-15:00、◎年長クラス…15:10-16:10 

 

★ ベネッセこども英語教室 

 レッスンでは沢山の英語体験を通して、英語の楽しさとできる喜びを感じられます。「英語が大好き！」

そんな気持ちを持ち続けられる教室を目指します。 

【活動日】水・木 

【活動場所】本園保育室 

【月会費】6,600 円（2020 年度） 

＊入会費や教材費、該当年度の月会費等、かかる費用については入会前に必ずお問い合わせ下さい。 

【クラス・時間】◎年少・年中クラス…13:40-14:40、◎年長クラス…14:50-15:50 

 

★ セントラルスイムひまわり幼稚園専用コース 

 水泳は、全身を動かすスポーツです。筋肉を使って、バランスよく身体が発達していきます。水泳をす

ることによって、心肺機能の強化や体力・免疫力の強化につながります。セントラルスポーツクラブより

バスの送迎があります（園迎え／園送り、園迎え／自宅等へ送り；送迎範囲等はクラブへ直接お問い合わ

せください）。 

【活動日・時間】金 13:45-14:40 

【活動場所】セントラルスポーツクラブ岩槻 

【月会費】6,710 円（2020 年度） 

＊入会費や教材費、該当年度の月会費等、かかる費用については入会前に必ずお問い合わせ下さい。 

 

★ 明和楽器ピアノ教室 

 １対１でお子さんと向き合う個人レッスンです。ピアノで音を奏でる楽しさを体験してみませんか？  

【活動日・時間】月  

【活動場所】本園保育室 

【月会費】8,100 円（2020 年度） 

＊入会費や教材費、該当年度の月会費等、かかる費用については入会前に必ずお問い合わせ下さい。 
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入園申込みについて 

★入園願書受付 令和２年１１月１日（日） 午前９時―１２時 

認定区分により、申込み方法が若干異なります。 

1 号認定…本園で受付、入園許可となります。 

２，３号認定…所定の用紙を本園もしくは市窓口に提出後、入所選考があります。 

＊上記の受付日・時間に来られない方は、事前に園へご連絡ください。 

＊1 号認定の方は願書と一緒に、2, 3 号認定の方は入所決定後に、教育推進費（60,000 円）をお持ち

ください。分割納入を希望される方は 20,000 円です。 

＊当日は申込み手続きのほか、園庭で遊べます。是非親子でいらしてください。 

＊お子さんの上履きと保護者の方のスリッパをご持参ください。 

★募集人数 

１年保育（年長：つくし）若干名      （平成 27 年４月２日～平成 28 年４月１日） 

２年保育（年中：ちゅうりっぷ）15 名前後 （平成 28 年４月２日～平成 29 年４月１日） 

３年保育（年少：ひよこ）40 名前後    （平成 29 年４月２日～平成 30 年４月１日） 

満３歳児（以下をご参照ください） 

１，２歳児（たんぽぽ１組、２組）     （平成 30 年４月２日～令和元年４月１日） 

（１歳児 10 名、２歳児 若干名） 

★満３歳児のお子さんの入園について 

認定こども園の幼稚園部分（１号認定区分）では、3 歳の誕生日を迎えたお子さん（満３歳児）も入園

することができます。満 3 歳のお子さんは満３歳児クラス（ひよこ 4 組）に入園となります。 

・入園手続きや入園後の園生活・諸経費の納付は 1 号認定区分（年少）と同様です。 

・入園受け入れ期間は、6 月～12 月です。原則として誕生月の翌月から入園ができます。（4,5 月生ま

れのお子さんは 6 月以降、12-3 月生まれのお子さんは次年度入園の手続きをお願いいたします。） 

 

本園が取り組む子育て支援；子育て広場、一時預かり（コアラ組） 

 本園は平成 24 年から、地域の子育て支援事業として月 2 回の子育て広場を開催しています。 

また、一時預かり（コアラ組）があります。 

＊本園での『一時預かり』の基本的な位置づけ；週 3 日以内の仕事・一日あたりの就労時間が短い等保

育短時間（1 か月あたりの就労時間が 64 時間未満）を満たさないものの断続的に保育ができない保護

者の方を対象に、1,2 歳児のお子さんをお預かりします。（その他の理由により保育が必要な方のご相談

にも応じます） 

 

＜コアラ組＞ 

対象 1, 2 歳児 （平成 30 年 4 月 2 日～令和元年 4 月 1 日） 

● 定員 若干名 

● 諸費用・保育時間等については直接おたずねください。 
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プレクラス（くま組、ぞう組）のご案内 

乳幼児期はお子さんの成長・発達に個人差が大きく、きめ細かな対応が必要な時期でもあります。 

 本園には、1 歳からはいれる週１回の親子登園クラス（ぞうぐみ）、２,3 歳児を対象とした週２回の登

園クラス（くまぐみ）があります。園の環境や友だちとの集団生活に慣れる場としてご利用下さい。 

＜くま組＞ 

対象 ２, 3 歳 （平成 29 年 4 月 2 日～平成 31 年 4 月 1 日） 

● 定員 10～15 名 

● 登園日 週２回（火・木曜日） ● 保育時間 10:00～13:00 

● 諸費用 

入会金 20,000 円（幼稚園入園時には教育推進費に充当されます） 

月額 10,000 円 ＋500 円（お誕生会費） 

購入していただくもの 名札、かばん、出席カード、スモック ☆制服はありません。 

● 内容 

・週２回幼稚園で集団生活を体験し、先生や友だちとの交流を深めます。 

・昼ごはんは給食（火）・弁当（木）です。 給食は１食 400 円です。 

・園行事（プール遊び、ひまわりまつり、運動会、もちつき 等）に参加できます。 

・お子さんの成長・発達に関する育児・教育相談が受けられます。 

＜ぞう組＞ 

対象 １歳～（1 歳になったらはいれます） 

● 定員 １０名 

● 登園日 週１回（水曜日）、親子登園  

● 保育時間 10:00～12:30 

● 諸費用 

入会金 20,000 円（幼稚園入園時には入園料に充当されます） 

月額 6,000 円 ＋500 円（お誕生会費） 

購入していただくもの 名札、かばん、出席カード、スモック ☆制服はありません。 

● 内容 

・親子で歌や手遊び、体操・紙粘土・制作活動などを楽しみ、昼食を食べて降園となります。 

（月 2 回 給食の日があります（保護者の方・お子さんの給食費は月会費に含まれます）。その他の日は

お弁当となります） 

・園行事（プール遊び、ひまわりまつり、運動会、もちつき 等）に参加できます。 

・お子さんの成長・発達に関する育児・教育相談が受けられます。 

 

園見学会・事前相談について 

 園見学会・事前相談の日程は随時本園ホームページでお知らせします。見学・相談をご希望される方

は、お気軽にご連絡ください（事前に予約が必要です）。 
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